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今年の総会はコロナ騒動のため書面総会も検討

いたしましたが、６月２７日（土）に「令和２年度通

常総会」を埼玉会館４Ａ会議室において開催する

ことができました。片野副会長の開会の言葉に続

き、霜觸会長の挨拶(下記のとおり)、続いて議事

へと進み、議長を霜觸会長、議案内容を小室専

務の説明、下記２議案を審議したところ、いずれ

も満場一致で承認され、沢田副会長の閉会の言

葉で終了となりました。【出席総数：１１９名（当日

出席者２８名、委任状９１名）】

会長挨拶＝令和2年度　第19回通常総会にあた

りご挨拶申し上げます。新コロナウイルス感染が

収束の方向が見えたとは言え、まだまだ感染の

危険が去った訳ではない中で、総会にお集まり

いただきありがとうございます。この総会も一時

は、延期や書面総会への切り替えという案も出て

おりましたが、やはりきちんとした形で行うべきとの

意見があり、事務方の努力もあり、開催にこぎつ

けることが出来ました。残念ながら、時節柄懇親

会は避けざるをえません。さて、昨年度の活動を

振り返りますと資料の数字にもあります通り、活動

回数も１００回以上を数え、参加人数も２，０００人

を超えるなど、まずは例年並みの活動ができてい

たものと思います。秩父での合宿研修という新し

い試みで親睦を深めることもできました。またコロ

ナウイルス感染のリスクがある中、外部の人も含

めたチエンソー補講を予定通りに出来たことは関

係者の協力のおかげと感謝いたします。今年度の

活動につきまして資料にもありますが、活動自粛

による中止のため４月５月は活動ができませんで

した。その中でも世話役を中心としてフィールドの

状況調査、整備活動に汗を流して頂いた方々に

は感謝申し上げます。冒頭に申し上げましたよう

にコロナウイルスの脅威が完全に去っていない

中、今後の作業は先に発表させて頂いた基本的

な作業ガイドラインに沿ってしていただくことにな

らざるを得ない状況ではありますが、各世話役は

不要不急の作業を避け、優先順位により効率よく

作業できるよう柔軟な対応をしていただけるようお

願いいたします。今年度はチエンソー研修を行わ

ず、クラブ員のためのスキルアップ研修をおこなう

ことはすでに発表しておりますが、現在事務局を

中心に実施案を練っておりますので今少しお待

ちください。御多分にもれず、我々のクラブも高齢

化が叫ばれて久しくなりますが、理事、世話役とも

世代交代を図っていかなければならない時期に

きております。クラブは会員みんなのものでありま

す。おんぶにだっこ、ではなく、積極的に参加し

発言していただけるようお願いいたします。最後

になりますが、健康管理に十分に注意されまして

今年度も、元気に山でお会いできることを楽しみ

にしていきたいと思います。　本日はご参加ありが

とうございます。　　　　　　　　　会長　霜觸　賢

　『議　　事』

第１号議案：令和元年度事業報告及び決算に

ついて(案)

事業報告・・・実施回数：113回・参加人数：2,033人

決算報告・・・経常収益：3,451,244円

【内訳：会費557,000、寄付金：560,840、助成金

等1,974,000(含未収金264,000)、その他収益

359,404】

経常費用：3,326,492円

【内訳：事業費2,878,277、管理費448,215】

当期正味財産増減額：　124,752円

前期繰越正味財産額：1,396,927円

次期繰越正味財産額：1,521,679円

第２号議案：令和２年度事業計画及び予算につ

いて（案）

事業計画・・・実施予定回数：90回

予　　算・・・経常収益：3,000,000円

経常費用：3,000,000円

当期正味財産増減額：　　　　0円

前期繰越正味財産額：1,521,679円

　　　　　　　次期繰越正味財産額：1,521,679円

以上　　

令和２年度通常総会開催　令和２年６月２７日
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 自 然 の た よ り (52)      里山のシダ

サポータークラブのフィールドの林床には、結構シダ類が繁茂しています。写真左端はウラジロ

で、名前の由来は葉の裏が白いからで、正月の注連飾りや餅の飾りとしてお馴染みです。これは普

通、群落をつくり、越生のフィールドにはまことに大きな群落があります。どこにでもあるかとい

うと、これが滅多になく今や準絶滅危惧種なのです。以前、越生の活動でリーダーが「これは刈ら

ないで！」と指示しましたが、よくわかっていますね。シダ類はどれも同じように見えてなじみが

薄いですが、起源は古生代ですから植物のご先祖さまです。フィールドでよく目にするシダは、イ

ヌワラビ、ベニシダ、リョウメンシダ、ゼンマイ、ハリガネワラビ、イノデ、ヘビノネゴザなどで

しょうか。越生の黒山三滝にはアオネカズラという絶滅危惧種ⅠＡ（EN）というとびきり貴重なシ

ダが県内でここだけに生息しています。夏には枯れて冬に緑になるちょっと変わったシダです。シ

ダ類はシカの好物ですので、林床がやられて地面が露出していれば、シカの食害といえますが、ワ

ラビ、ウラジロは食べないようです。　〈No.647 賀登　環　川越市〉

ウラジロ

　  月   日　曜日 フィールド 活動内容 参加者数

3月1日 日 ときかわの森 枝打ち 16
3月3日 火 林材会館 補講準備・一斉メール準備 3
3月7日 土 滝ノ入の森 間伐・除伐 13
3月8日 日 宝登山の森 林内整備・広葉樹の植樹　 9
3月10日 火 林材会館 チェーンソー　補講　準備 3
3月14日 土 越生ふれあいの里山 間伐・除伐　　　　雨天中止 0
3月15日 日 くるみ小屋 林内整備 9
3月15日 日 寄居林業事務所 チェーンソー補講　３６条８号 31
3月18日 水 林材会館　４階 正副会長会議 / 理事会 11
3月20日 金 緑の森博物館 間伐・除伐 20
3月21日 土 笠幡の森 倒・枯損木処理、下草刈り 15
3月22日 日 高谷の森 林内整備・広葉樹の植樹　 17
3月25日 水 クラブ事務局 ニュース印刷・編集会議 7
3月26日 木 林材会館 日遊協支援打合せ 5
3月28日 土 黒山の森 間伐・除伐      　   　   中止 0
4月12日 日 越生ふれあいの里山 オークネット準備　    　中止 0
4月18日 土 越生ふれあいの里山 オークネット支援　    　中止 0
4月19日 日 くるみ小屋 林内整備　　　　　　     中止 0
4月25日 土 笠幡の森 林内整備　　　　　　     中止 0
4月26日 日 緑の森博物館 下草刈り　　　　 　　   　中止 0
4月29日 水 黒山の森 林内整備　除伐       　中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
5月2日 土 林材会館 臨時理事会 10
5月4日 月 ＪＲ北朝霞駅前 緑の募金活動　　　   　中止 0
5月5日 火 黒山の森 林内整備　除伐       　中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
5月9日 土 鷹ノ巣の森 下草刈り　　　　 　　   　中止 0
5月16日 土 笠幡の森 林内整備　　　　　   　  中止 0
5月17日 日 くるみ小屋 林内整備　　　　　   　  中止 0
5月20日 水 クラブ事務局 会計監査 4
5月23日 土 笠幡の森 林内整備　　　　　　     中止 0
5月24日 日 緑の森博物館 下草刈り　　　　 　　   　中止 0
5月27日 水 林材会館 Ｒ２年度１回理事会 書面議決 18
5月30日 土 上古寺の森 下草刈り　　　　    　　　中止 0
5月31日 日 高谷の森 下草刈り　　　　    　　　中止 0

ウラジロの群生 アオネカズラ
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１月フィールド活動レポート他

　

　　

　
　　

　　

　　　

　　

　　　

■6月7日（日）小川町「高谷の森」

　　　

■7月5日（土）「カタクリの里」での活動

カタクリの里下草刈り初参加感想文

今年から作業に参加しています。初心者ですが宜

しくお願い致します。7月5日カタクリの里、下草刈り

に初参加しました。当日は梅雨空で蒸し暑さもあり

ましたが、地元の皆さんと一緒に、下草刈りをしまし

た。地元の皆さんとの協働作業は初めての経験で

した。私は手刈り班で、山吹き・うばゆりは切らずに

残しながら作業を進めました。注意事項として隣と

の安全距離を確保し、蜂とマムシと毛虫に注意しな

がら作業しました。感想文を書いている日の新聞に

「マツタケ絶滅危惧種入り」の記事があり、生産量が

減少した理由は下草を処理するなど森林管理がさ

れなくなり、森林が減っていることが一因。とありまし

た。カタクリの里で作業した下草刈りの重要性を改

めて認識しました。昼食は、近くのくるみ小屋に案

内していただき、女性参加者からの差し入れを美味

しく頂きました。くるみ小屋は2005年に2年かけて完

成したとのこと、記念写真も見せて頂き、7月19日の

初作業前に体感することができました。

　　　　　　　　　　　　　〈No.803　鈴木雄二　鴻巣市〉

新型コロナウイルスの

非常事態宣言により

当クラブも活動自粛と

なっていましたがよう

やく解除となりました。

期間中のクラブ員は

体を持て余して、いや

再開に向けておさおさ

怠りなく体調を整え道

具の手入れをしてい

たことでしょう。活動再開に向けて基本的ガイドライン

が示され最初の活動となり参加者は全員体温測定

をして現地到着、世話役へ報告をしてから準備開

始。ミーティングで改めてガイドラインの徹底を確認

し各自フェイスシールドを装着、作業を開始しまし

た。久しぶりの下草刈りとあって伸び放題の下草と昨

年は見かけなかったほど太く10ｍ位に伸びた若竹処

理となりました。好天に恵まれ暑さも厳しく体も慣れ

ないため十分な休憩をとりながらもやや早めに作業

終了となりました。久し振りに外で食べる昼食はソー

シャルディスタンスを取りながらも美味しく楽しいひと

時でした。コロナの収束が見えない状況での活動の

在り方を考えさせられました。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　〈№646　梶田　力　鶴ヶ島市〉

■6月20日（土）川越市「笠幡の森」

幸い梅雨の晴れ間で快晴。 この日は全員の体温 ・

体調確認から始まり、 勿論全員異常なし。 ミーティ

ングも密集 ・密接禁止、 マスク着用と活動のガイド

ラインをしっかり守ります。 作業はシラカシ ・ サカキ

が大繁茂した桧地区の整備。 刈払い機 12 台横一

線の全力投入。 手作業班は後処理に大忙し。 「い

つの間にこんなにも！」 「先が見えん」 と愚痴りな

がらも遮二無二前進。 何とか予定の面積を終了。

余勢を駆って隣接地の笹の退治も済ませました。

特に歩道脇の雑草除去は、 地元の子供たちの通

学の障害になっていたため地元のお母さんたちに

感謝されお茶

の差し入れま

で頂きました。

ボランティア

のやりがいを

感じたひと時

でした。 　　　

　　　〈Ｎｏ.668

川越市　霜触

　賢〉

　　　　　　　　

　　　　　　　

「クラブ員の声」欄への投稿を２００字程度でお願

 いします。

越生ふれあいの里山活動（越生町）

〈越生ふれあいの里山担当　No.718　片野健一　川越市〉

■3 月 14 日 （土） 「B 地区」 の六角ベンチ整備作

業を予定しておりましたが、 雨のため中止しました。

その後新型コロナウイルス感染拡大防止のため集

団作業を自粛、 休止しました。 その間、 クラブ員

有志のご協力で六角ベンチは完成しましたのでお

知らせします。

形は舟形六角

ベンチに近い

ですが座り心

地は十分です。

　　　



　
連載記事

　　

第３２話『雑木林の薪』

住宅地の中に残る雑木林は、日常生活の中で自然

を身近に感じられる今どき貴重な風景の一つに思い

ます。しかしその反面、今どきだからなのか、雑木林

は暗い、怖い、ゴミの投棄、落ち葉の処理、枯損木

や強風時における枝の落下や倒木など、近隣に住

む人にとっては迷惑な存在になっているところもある

ようです。雑木林が伐採され、その伐採木を薪に頂

くことが時々あるのですが、現地で薪づくりの作業を

していると近隣の人から「伐ってくれたんですね！」

「明るくなってスッキリしました！」というような感謝の

言葉を受ける（僕を伐採業者と勘違いしている）こと

がままあります。逆に、木が無くなってしまって残念

だというような声はあまり聞きません。近くで接してい

る人には雑木林の恵みは見えにくく、遠くで眺める

人には雑木林の管理は見えにくい、ということがある

ように思います。僕としては複雑な心境でもあります

が、伐った後はそのまま放置しておけば邪魔にもさ

れるしやがては朽ち果てるだけ。それなら伐った木

は有効活用に、ということで有難く薪に利用している

次第です。　〈No.30　木島　浩　寄居町〉

 シリーズ　薪ストーブの魅力と暮らし

カブトムシやクワガタムシなどを採集しました。翌

1987年には5月から11月まで毎朝毎晩、1階から9階

まで、100戸の廊下を巡りました。最初、6月23日にノ

コギリクワガタ1♂1♀が、そして9月14日にノコギリク

ワガタ1♀が最後に採れました。その間、ノコギリクワ

ガタ15♂6♀、コクワガタ3♂8♀とカブトムシ1♀、合

計33匹でした。その他、カミキリムシなど含めると15

科53種の甲虫が確認できました。9階建てマンション

の蛍光灯が巨大なライトトラップとなり、周囲の雑木

林に生息する昆虫が集まってきたのです。

　カブトムシとクワガタムシは分類上コウチュウ目コガ

ネムシ上科に属しています。そして、クワガタムシ科

とコガネムシ科カブトムシ亜科に分類され、両者は

「コガネムシ」の仲間といえるでしょう。カブトムシは角

（つの）が、クワガタムシの仲間は顎（あご）が特化し

たと考えられています。

カブトムシの仲間は日

本ではカブトムシ、コカ

ブトなど数種が、クワガ

タムシの仲間は、オオク

ワガタ、ミヤマクワガタ、

ノコギリクワガタ、コクワ

ガタなど15種（埼玉県）

が知られています。

　カブトムシは幼虫のエ

サとなる腐葉土が豊富にあるため、日本各地で生息

しています。一方、クワガタムシの仲間は気温や森

林の種類など環境の違いで棲み分けしています。そ

のため種によっては生息範囲が限定されています。

また、どちらも栄養状態によって成虫の大きさが違い

ます。カブトムシでは30〜53mm（角を除く）ですが、

クワガタムシの仲間、例えばノコギリクワガタでは36

〜71mmです。さらに、大きさだけではなく顎（大顎）

の形も変化します（図）。

　朽ち木で育つクワガタムシの仲間にとって、薪炭林

やシイタケ原木林としてのクヌギ2次林が管理され

ず、荒廃すると生息環境がなくなります。また、ペット

として飼われていた外国産のクワガタムシが逃げ出

し日本のクワガタムシとの交雑が問題となっています。

　次世代の子供達が多くの虫たちと触れ合う環境を

残すために雑木林の保全と適切な管理が必要だと

思います。　　　〈No. 722　利根川雅実　さいたま市〉

4

 シリーズ　森林の不思議

雑木林の昆虫−カブトムシ・クワガタムシ

　夏の昆虫といえば、カブトムシとクワガタムシの仲

間でしょう。息子が小学二年に行った夏休みの自由

研究で、9階建てのマンション（当時自宅）の廊下で

図　小学二年の息子が描いたノコギ

リクワガタ大顎の違い（右を「ヤリ

クワガタ」と呼んでいた）



■ 事務局からのお知らせ他
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編集後記

令和２年度の総会は、３密防止対策の中整斉と行わ

れましたが、その後の懇親会は、中止で寂しさもあり

ました。新型コロナウィルスに対する治療方法やワク

チン開発が種々進んでいますが、これといった決定

打がありません。我がクラブも、自粛要請から計画中

止や、３密対策実施の上での作業実施と影響大で

す。感染しても無症状の人の存在や、発症２日前か

ら他への感染力があるようです。新しい生活様式を

維持するのは大変ですが辛抱強くコロナと戦いまし

ょう。（No.７０７　菅谷 榮）

◇新会員のご紹介

　　　８０５ 一條　巌さん（坂戸市）

　　　８０６ 熊谷 政樹さん（練馬区）

　　　　皆様、宜しくお願い致します！　

　　　

◇チェーンソー補講研修

　　７月２５日（土）開催　さいたま市

　＊最後の補講となります。活動にチェーンソー　

　　 で参加の会員を優先とします

　＊チェーンソー作業に関する法律が改正され、

　　 令和２年８月１日以降、現行の特別教育修了  

　　　証が、無効となります。この補講を受講する

　　　ことにより、改正後の「新しい特別教育」の修

　　　了者として認定されます。　　

◇“ 新一斉メール ”に登録を！

　　　只今、各人のアドレスの確認を行っておりま

　　　すが、遅々として進まない状況です。全員の

　　　提出を願う！

①活動参加申込票にアドレス欄を新設。判読しや

　　　すく記入して！

　　　  ＜＊誤 登録防止 の為＞

②事務局で受領後、申告されたメールアドレス　

　　　を登録します。

③登録完了のメールを送信します。

④送信されたメールを確認してね。

※活動参加票の提出を今回は、必須とします。　

　 参加できない会員も必ず、提出しご協力を！　

　　お願い致します。

◇ コロナ感染症対策に配慮を！

　　自分からうつさない、人からうつされない！　　

　　これからは、熱中症にも配慮をしましょう！　コ

　　ロナに負けるな、頑張りましょう

◇技術研修を実施します

所属会員向け「チェーンソースキルアップ研修」実

施の案内

活動の安全を図る為、活動参加者の道具の操作

がより正確にできるようにする。　自己流化の傾

向が目立ち、いつ事故・ケガが発生してもおかしく

ない状況。　“より安全な活動を目指し技術の維

持、向上を図る”ことで、より楽しく活動ができるよ

う計画しております。動力保険加入者を、対象と

しております。

  ■入会のご案内

　私達の活動は、多くの人々のご協力によって支えら

　 れています。ご賛同・ご支援を宜しくお願いします。

　　・入会金：個人　2,000円／団体　 10,000円

　　・年会費：個人　3,000円／団体　 10,000円

　　・賛助会員：年会費一口　5,000円

目的：クラブ会員の個別技術力の向上

実施場所：緑の森博物館活動エリア内

　　　　　　（所沢八幡湿地エリア）

日程 ７月１８日 （土曜日）

 ８月８日 （土曜日）

 ８月３０日 （日曜日）

 ９月９日 （水曜日）

 ９月２２日 （火曜日・秋分の日）

実施内容：チェーンソー作業の基本操作の確認

　　　受け口・追い口の動作および手順の確認

　　　チルホール等各種道具の使い方の確認

構成と進め方：２～３名の班構成でリーダー１名　

　　　を含む相互研鑽

参加条件：埼玉森林サポータークラブ所属会員

　　　２０２０年度動力保険加入者

メンバー構成：参加希望日確認の上、事務局にて

　　　日程・メンバーを調整します

 

◇事務局員の交代

長く事務局を務めてきましたが、一身上の都合に

て、６月末をもって退きました。後任は緑化推進

委員会の“新井幸代さん”です。仕事はテキパ

キ、事務処理能力抜群です。皆様のご協力、ご

鞭撻のほどを宜しくお願いいたします。最後に会

員の皆様にはご迷惑のかけっぱなしでご指導を

受けながら期待に沿えなく残念でした。が、ここ

で、一区切りとさせていただきます。　　　感謝、感

謝 。ありがとうございました！ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎｏ.368 星　直次郎）



■発行：特定非営利活動法人（NPO法人）

　　　　埼玉森林サポータークラブ　　　　
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■事務局：埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-9

　農林会館B1　〒330-0063

　TEL．048-814-2770／FAX．048-814-2771

　<事務局開設日：月・水・金>１０時～１７時

■事務局メールアドレス

　info@shinrin-supporter.org

■ホームページアドレス
　

   

■越生ふれあいの里山（越生町）

　毎月第２日曜日活動（担当：片野健一・鈴木久代・

  　　　　　　　　　　樽石亜由美・菊池修一郎）

■神泉の森（神川町　くるみ小屋）

　毎月第３日曜日活動（担当：古川ちえ子・香取由美）

　　　■緑の森博物館（入間市）

　　　　毎月第４日曜日活動（担当：伊東喜尋・岡田　了

　　　　　　　　　　　　　　武藤光盛）

※活動予定は、中止や変更することがあります。その節は一斉メールにてお知らせいたします。締め切り後に参

  加する時は、事務局まで連絡を！

※集合時間は8時30分です。支度をして集合して下さい。

月　日 フィールド名 活 動 内 容 集  合  場  所
7月4日  土 鷹ノ巣の森 林内整備（下草刈り） 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森　　現地

7月5日  日 カタクリの里 林内整備 （下草刈り） 神川町大字上久原６６０　集落農村センター

7月12日  日 高谷の森 下草刈り　添木の補修 小川町高谷八幡２７３７　総合グランド入口左折すぐ

7月19日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町上阿久原　　くるみ小屋

7月22日  水 さいたま市市民活動支援センター ニュース印刷／ 編集会議 ＪＲ浦和 東口　パルコ９階

7月23日  木 黒山の森 林内整備 越生町黒山７７１　現地

7月25日  土 さいたま市農業者トレセン チェ ーンソー補講　　４回目 さいたま市緑区大字大崎３１５６－１

7月26日  日 緑の森博物館 下草刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館

8月2日  日 ときがわの森 伐木研修　（手ノコ等） ときかわ町西平　越瀬橋の手前左前方林道入口付近

8月16日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

8月23日  日 緑の森博物館 下草刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館

9月6日  日 カタクリの里 林内整備 （下草刈り） 神川町大字上久原６６０　集落農村センター

9月12日  土 宝登山の森 林内整備 （下草刈り） 長瀞町　宝登山　駐車場下　旧町民プールの空地

9月13日  日 越生ふれあいの里山 林内整備 越虚空蔵尊　越生町上野２２６０先を右折　さくら公園駐車場

9月16日  水 林材会館 正副会長会議／ 理事会 浦和・伊勢丹裏　ローソンのあるビル４階

9月19日  土 笠幡の森 倒・枯損木処理、下草刈り 川越市笠幡１９５３　林内通路脇

9月20日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町大字上阿久原　くるみ小屋

9月20日  日 高谷の森 林内整備 小川町高谷八幡２７３７　総合グランド入口左折すぐ

9月23日  水 さいたま市市民活動支援センター ニュース印刷／ 編集会議 ＪＲ浦和 東口　パルコ９階

9月26日  土 鷹ノ巣の森 林内整備（下草刈り） 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森　　現地

9月27日  日 緑の森博物館 下草刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館

10月3日  土 笠幡の森 林内整備 川越市笠幡１９５３　　林内道路脇

10月4日  日 高谷の森 下草刈り 小川町高谷八幡２７３７　総合グランド入口左折すぐ

10月10日  土 上古寺の森 下草刈り 小川町上古寺４８１　光兆産業駐車場の先入る

10月11日  日 越生ふれあいの里山 下草刈り 虚空蔵尊　越生町上野２２６０先右折　さくら公園駐車場

10月17日  土 鴻巣市赤城　屋敷林 林内整備 鴻巣市赤城７６５

10月18日  日 くるみ小屋 林内整備 神川町上阿久原　　くるみ小屋

10月24日  土 緑の森博物館 下草刈り 入間市宮寺８８９－１　緑の森博物館

10月25日  日 ときがわの森 下草刈り ときかわ町西平　越瀬橋の手前　左前方林道入口　付近

10月31日  土 鷹ノ巣の森 林内整備（下草刈り） 小川町鷹巣６８０　鷹ノ巣の森　　現地

7月18日  土 緑の森博物館  第１回目 チェーンソー研修 所沢市糀谷７８　　八幡神社

8月8日  土 緑の森博物館　第２回目 チェーンソー研修 所沢市糀谷７８　　八幡神社

8月30日  日 緑の森博物館  第３回目 チェーンソー研修 所沢市糀谷７８　　八幡神社

9月9日  水 緑の森博物館　第４回目 チェーンソー研修 所沢市糀谷７８　　八幡神社

9月22日  火 緑の森博物館　第５回目 チェーンソー研修 所沢市糀谷７８　　八幡神社


